
1．健康でたくましい子 2．人を思いやることのできる子 3．自分で考え行動できる子

地域に根ざした子どもの園 ～子どものパラダイスめざして～

今月のテーマ 「クリスマスともちつき」

今年最後のイベントとなるクリスマスや
来年に向けてのもちつき。
今もなおコロナの心配は続きますが限ら

れた中で大いに楽しんでいきます。

■ 信じて待つ 園長 松山夕里子

まつやま大宮保育園
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■ 制作紹介

≪思い出画≫ 5歳児 ライオン組

みんなで臨んだ
筑波山遠足。楽し
かったこと、頑
張ったことを絵に
しました。

≪落ち葉制作≫

2歳児 うさぎ組
園庭の落ち葉を

うさぎの耳に見立
てて貼り付けまし
た。顔もかわいく
描けていますね♪

■ 理事のつぶやき 創設者 松山美法

～ 新たな挑戦 仮)ねっこカフェ ～

早いことに今年も残り１ヶ月となりました。
忙しい時期とはなりますが、元気に新しい年を
迎えられるよう、無理はせずに体調を整えてい
きたいですね。
さて、現在園では冬野菜を育てています。子

どもたちは「はやくおおきくな～れ」と収穫を
楽しみに、日々の水やりを頑張っています。私
自身は大根を栽培することにし、2回に分けて
種まきを行いました。１回目の種まきは間もな
く発芽したのですが、2回目は待てど暮らせど
出てきません…。水を加えてみても、晴天が続
いても全く出てこないのです。そんなある日、
あまりにも遅い！と不安に思った私は、土の中
を覗いてみることにしました。恐る恐る指で土
を削いだ瞬間…もうすぐにでも顔を出そうとし
ている芽が見えるではありませんか。ハッとし
た私はすぐにその削いだ土を急いで元に戻し、
「土の中でちゃんと成長していた…あとほんの

少しだけ我慢できていれば…」としばし自己嫌
悪。案の定、次の日には覗いた以外の場所から
もたくさんの発芽が確認されました…。
今回、ハッとしたのは、「これって子どもと

の関わりと同じだ…」と思ったからです。1回
目との発芽の違いが気になったように、無意識
に比べてしまっていることはないか、心配する
のは良いが余計な手を出してしまっていないか、
そして子どもを心底信じて待ってあげられてい
るか…。たかが大根で大袈裟に感じられるかも
しれませんが、職業病とでも言いましょうか、
自身を振り返る良い機会となりました。
皆さんのご家庭ではいかがでしょうか？大人

の思い通りにいかない時、待つ側としては長く
長く感じる時間ですよね。ただ「どんな顔して
出てくるかな～♪」などと視点を変えられると、
少し楽になるかもしれませんね。そして、期待
以上の花を咲かせてくれるかもしれません。

ご存じかとは思いますが、まつやま保育園の
建て替え工事が始まりました。1年後には完成す
る園舎に、オーガニック・フェアトレード・森林
農法のコーヒーを提供する「カフェ」を併設することに
しました。引き続き「ねっこランチ」のご提供をすると
同時に、地域の方々や保護者の皆さんがホッと一息つけ
る居場所として、また、子育てや食育の情報発信、育児
相談の場にしていきます。ですが、カフェのスタッフは
私ひとりなので、いるときはコーヒーが出せますが、い
ないときは出せないという、ゆるカフェです笑。
このために、コーヒー豆の焙煎とドリップを学ぶ専

門学校に通いました。開店までは「ハチドリコーヒー」
の個人名称で、各園のスタッフ休憩に合わせて出前カ
フェやマルシェなどに出店して修行します。出店できる
ところがあったら是非呼んでください。
時々各園にコーヒー豆を置きますので、良かったらお

試しください。皆さんからご意見をいただきつつ、1年
後には腕を上げたいと思います。



※布団乾燥は雨天の場合、順延となります。 ：ねっこ龍ケ崎(子育て支援センター)の活動ね
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■ スタッフエピソード ■

お正月に飾る鏡餅は、年神様と呼ばれる
穀物の神様のお供え物です。前年の豊作に
感謝し、新年の豊作と幸福を祈るものと言
われています。
みんなで来年の健康や幸福の祈りを込め

て、もちつきを行いたい
と思います。子どもたち
が作った鏡餅は、エント
ランスに飾る予定です。
お楽しみに♪

もちつき

≪昨年度の鏡餅≫

クリスマス会

今年も1日を通して「クリスマスを
楽しむ」をコンセプトに、子どもたち
の笑顔溢れる1日となるような内容を
企画しています。
※会の様子は、

YouTubeで配信
する予定となって
おります。

図書だより

いたずらモンスターのラリーが持ってい
るのは大きなプレゼントの箱。まだ開けちゃ
ダメだけど、中身が気になる…。誘惑に負け
て箱に触れると、さぁ大変！
ページをめくるたびにどん

どん変わる驚きの展開に、子
どもたちは笑いが止まらなく
なります。“初めてのクリス
マスプレゼント”にうってつ
けの一冊です。

ぜったいに開けちゃダメ
作：ピル・コッター

半年前2、3年ぶりにバレーボールの活動を再開!！！現役のころのように、身体は

思うように動きませんが…。(笑)大好きなチームメイトと勝利を分かち合ったり、一

つの目標に向かって切磋琢磨したりと、やっぱりチームスポーツって最高だ

なぁと改めて感じています。社会人になってもこうして大好きなバレーボー

ルを続けられる環境に感謝でいっぱいです♪

子どもや保護者 園の動き
1 木 (ラ)スイミング

2 金 (幼)英語であそぼう
クラスリーダー会議

第4回秋期採用試験

3 土

4 日

5 月 (り)野外調理 安全・衛生チェック(9日まで)

6 火 (パ)野外調理

7 水
(パ)スイミング

(ラ)野外調理
保菌検査

8 木 クリスマス会リハーサル 保育会議(クリスマス会)

9 金
(幼)生活

巡回相談
ねっこ会議

10 土

11 日

12 月

13 火

14 水 ケース会議

15 木
クリスマス会

(幼)クッキング
保育会議(クリスマス会)

16 金 (ね)大宮カフェ サブリーダー会議

17 土 一日勤務

18 日

19 月

20 火 (ね)ワークショップ 月案会議

21 水
布団乾燥

もちつき

22 木 (ラ)論語⑧ 保育会議(マラソン大会)

23 金 園長・リーダー会議

24 土

25 日

26 月 OJT-Y会議

27 火 出欠調査期間

28 水

29 木 休園日

30 金

31 土
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掛け布団について

掛け布団やブランケットを使用する際

は、カバーをかけていただきますようお

願いします。カバーをかけることで、繊

維が飛んでほこりになる事を防ぎます。

また、カバーの中での掛け

布団・毛布の片寄り防止のた

めに、四つ角をひもで縛る

もしくは縫って留めて下さい。

お手数ですがよろしくお願い

します。

12/27～28および1/4～5

出欠調査アンケート提出にご協力いただ
きありがとうございました。事前にお知ら
せ頂いた日程等に変更がある場合は、速や
かに担当へお伝えください。

お正月にいただくおせち料理。五穀豊穣
と無病息災の願いを込めて用意します。
歳神様を迎える三箇日は台所を騒がせず
に過ごすという風習から、日持ちのする
物を重箱に詰めるそうです。この時期な

らではの文化に触れ、良いお正月を迎え
ましょう。

★お正月豆知識★

★26日(月)は全ての荷物の持ち帰りと
なります。荷物が多くなるかと思いま
すので、大きい紙袋やエコバックをお
持ちいただくと便利です。この機会に
再度サイズや記名などの確認をお願い
致します。
★期間中登園する場合は、1日分の着
替えといつもの荷物をお持ちください。

身だしなみについて

リズムの際は、半袖・半ズボンで行うた

め、常に用意をお願いします。また、子ど

もたちの動きの妨げにならないよう、厚手

の服は避けていただき、寒い時はベストな

どで調節して頂くようお願いします。また、

スパンコールの付いた衣服は、控えていた

だきますよう、よろしくお願いいたします。

詳しくは重要事項説明書P18をご覧くだ

さい。

おねがい

エントランスの自動ドアは、必ず大人

が開閉していただくようお願いいたしま

す。また、抱っこをしてお子さんがボタ

ンを押すこともお控えください。

子どもがボタンを押して外へ出てしま

うという事例も発生し

ています。子どもだけ

で園外に出てしまうと

とても危険です。子ど

もたちの安全を守るた

め、何卒ご協力をよろ

しくお願いいたします。

出欠調査期間について

ほけんだより

ご家庭で嘔吐してしまったら…

～消毒液の作り方～

① 2Lペットボトルに半分ほど水を入れる。
②塩素系漂白剤を40ｍｌ入れる。
③蓋をして混ぜ、全体が2L
になるように水を足す。

家庭内で感染を広げないために…

＊手洗いと換気
嘔吐処理後は必ず手を洗いましょう。
換気も忘れずに！

＊汚れた衣服の洗濯
嘔吐物を取り除き、消毒液に30分程度
もしくは85℃以上の熱湯に1分以上浸し
ましょう。

きれいに取り除いた後、消毒液を
使って拭き上げましょう。
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尿検査結果

尿検査のご協力ありがとうございま
した。異常のあったお子さんには個別
でお声がけさせていただきます。

スタッフ研修レポート

絵本は親子のコミュニケーションを取るだけ
ではなく、聞く力が育まれたくさんの言葉を脳
に刻むことで、感情のコントロールにも繋がる
ことを知りました。また、聞く力があると勉強
等にも役立つ。そんな素敵な力を育てる絵本を
たくさん読んでいきたいと思います。

『読み聞かせイベント～絵本講座～』
主催：稲北ブロック保育協議会

不審者対策

24日(木)に避難訓練(不審者対策)を行い
ました。園庭やランチルームで遊んでいま
したが、スタッフの声かけに耳を傾け無事
に逃げることが出来ました。

さすまた研修では、自分の身を守ることを
前提にどのように使えばよいかを教えていた
だきました。正しい使い方をスタッフ全員が
理解し、園全体で対策を考えていきます。

地域交流

大宮小学校の
マラソン大会が
開催され、沿道
へ応援に行きま
した。「がんば
れー！」と声を
掛けると、颯爽
と駆け抜けていく小学生。子どもたちにとっ
て、いい刺激となった時間でした。

法人研修報告

今年度の法人研修は、担当するクラス毎
のグループに分かれ、各園の保育テーマを
達成するために取り組んでいることの発表
やディスカッションを行いました。
発表内容や方法には個性も見られ、刺激

し合いながら大変有意義な時間となりまし
た。

10月にみんなで収
穫したさつまいも。待
ちに待った焼き芋パー
ティー！ほくほくねっ
とり甘ーいお芋をみん
なで堪能しました♪



■ 先月のアルバム ■

P1：園長のお話

理事のつぶやき

P2：スケジュール

P3：園からのお知らせ

P4：ひよこ組

P5：あひる組

P6：うさぎ組

P7：りす組

P8：パンダ組

P9：ライオン組

P10：ねっこ龍ケ崎

P11：先月は…

P12：先月のアルバム
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社会福祉法人 山ゆり会

まつやま大宮保育園

〒3０１-０８１６ 茨城県龍ケ崎市大徳町４９２１

Phone 0297－８５－５０６２

FAX   0297－８５－５３６３

↑法人ＨＰ
(Includes English version)

↑Instagram

Facebook、 YouTubeは
法人ＨＰからチェック♪

じ
ょ
う
ろ
を
運
ぶ
よ
！

園長、おいしい？

★クリスマスオーナメントはりきって準備中★

みんなで支え合った筑波山遠足。
頂上でのお弁当は格別でした♪


